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日 時：平成２６年５月３０日（金） 

１６：００～１７：００ 

場 所：旧大津公会堂 2 階 多目的室 

 

大津市介護サービス事業者協議会 
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平成２６年度 総 会 
 

15：30 総会受付 

16：00 総会 

１．会長挨拶  

２．議長選出   

３．議 事  

第１号議案 平成２５年度事業報告（案）について 

第２号議案 平成２５年度収支決算報告（案）について 

第３号議案 平成２６年度事業計画（案）について 

第４号議案 平成２６年度収支予算（案）について 

第５号議案 役員の改選について 

４．意見交換会のまとめ（災害時の対応について） 

  ５．新入会員報告 

 閉会 

懇親会 あたか飯店 17：30 から 

   来賓：大津市健康保険部介護保険課 課長 

      大津市社会福祉協議会 会長 

      大津市ケアマネージャー協議会 代表 
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第１号議案 平成２５年度事業報告（案） 

〔総括〕 

今年度の研修会は、労務管理セミナーを３回にわたるシリーズで開催いたしました。また近年の予測で

きない台風や大雨の被害に対して、各事業所が不安に感じていることや対応などのアンケートに基づき

サービスごとで情報交換をいたしました。昨年同様、当協議会のＰＲのためのＣＭ活動やホームページ

の活用、滋賀県介護サービス事業者協議会連合会の活動についての周知も継続してきました。また

事業所間での情報交換や親睦会も引き続き実行してまいりました。それらについて詳細をご報告申し

上げます。 

〔事業報告〕 

１．平成２５年度総会 

   〔日 時〕平成２５年 5月 31日（金）午後４時～5時 

   〔場 所〕 旧大津公会堂 多目的室 

   〔参加者〕 ３１会員（委任状１８会員） 

  懇親会 

   〔会 場〕あたか飯店大津 滋賀県大津市浜大津 4 丁目 7-8 

   〔参加者〕３９名（来賓：大津市介護保険課長・大津市社会福祉協議会会長・ケアマネ協） 

２．労務管理セミナー３回シリーズ（研修事業） 

  〔場 所〕 旧大津公会堂 ２階 多目的室 

  〔講 師〕 社会保険労務士 佐々木 誉富氏 （株式会社ＳＲラボ 代表取締役） 

  ・第 1回目 平成２５年８月２８日（水曜日） 午後６時３０分～８時 

    参加者：２4 名 「雇用契約から考える労務管理のポイントと就業規則の規定例」 

  ・第 2回目 平成２５年９月２４日（火曜日） 午後６時３０分～８時 

       参加者：1８名 「管理者が留意しなければならない労務管理のポイント」  

  ・第３回目 平成２５年１０月２４日（木曜日） 午後６時３０分～８時 

       参加者：19 名 「やる気を起こさせる賃金制度と人事評価」 

３．アンケート調査の実施 平成２５年１０月 

    「台風１８号による被害状況及び対応について」 

４．意見交換会 

   〔日 時〕平成２６年２月１５日（土） 午後４時～5 時３０分 

   〔場 所〕旧大津公会堂 多目的室   〔参加者〕３９名 

〔内 容〕「災害時の事業所対応について」 

  新年懇親会 

   〔日 時〕平成２６年２月１５日（土） 午後６時～ 

   〔場 所〕あたか飯店 大津店 大津市浜大津 4 丁目 7-8   〔参加者〕４３名 

５．滋賀県介護サービス事業者協議会連合会主催する研修会への運営協力 

・認知症研修会 

  通所系事業所職員向け 

  ① 平成２５年８月２０日（火） 草津市立市民交流プラザ  （要員：理事） 

  ② 平成２５年８月２７日（火） 草津市立市民交流プラザ  （要員：理事） 

・民間主導要介護度改善普及啓発シンポジウム  

  〔日時〕平成２５年１１月１３日（水） 栗東芸術文化会館さきら（要員：理事） 
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・介護サービス事業所・施設管理者等研修会 

  〔日時〕平成２６年２月１２日（水） 栗東芸術文化会館さきら（要員：理事） 

６．「介護する家族をサポート」ＣＭ企画 

  １１月１１日の「介護の日」をきっかけに、介護する人、家族に対してのサポートに

ついて、びわ湖放送のＣＭを通じて訴え、理解と認識を深める公的キャンペーンを実施

する。 

７．滋賀県介護サービス事業者協議会連合会からの情報を会員に発信 

防犯ネットワーク通信の配信（メールのみ） 

研修会の発信（メールのみ） 

８．大津市医療福祉推進会議への出席  （会場はすべて大津市保健所） 

第１回 平成２５年１月２２日（前年度）   

  ①医療福祉ビジョンの策定について 

②医療福祉の現状と課題について 

第２回 平成２５年４月２３日 

①「大津市の医療福祉の課題について」 

②「大津市医療福祉ビジョン」の目指すべき方向性（骨子案）の検討について 

第３回 平成２５年７月９日 

①「大津市医療福祉ビジョン素案の検討について」 

②「滋賀県在宅医療推進モデル事業案について」 

③「今後のスケジュールについて」 

第４回 平成２５年８月２７日 

①「大津市医療福祉ビジョン最終案の検討等について」 

９．滋賀県介護サービス事業者協議会連合会 役員会への出席 

１０．理事会 

   第 １回 平成 25 年 6 月 26 日（水） 旧大津公会堂 

   第 ２回 平成 25 年 7 月 24 日（水） 旧大津公会堂 

   第 ３回 平成 25 年 8 月 28 日（水） 旧大津公会堂 

   第 ４回 平成 25 年 9 月 24 日（火） 旧大津公会堂 

   第 ５回 平成 25 年 10 月 24 日（火） 旧大津公会堂 

   第 ６回 平成 25 年 11 月 26 日（火） 旧大津公会堂 

   第 ７回 平成 25 年 12 月 17 日（火） 旧大津公会堂 

   第 ８回 平成 26 年 1 月 28 日（火） 旧大津公会堂 

   第 ９回 平成 26 年 2 月 15 日（土） 旧大津公会堂 

   第１０回 平成 26 年 3 月 27 日（木） 旧大津公会堂 

   第１１回 平成 26 年 4 月 24 日（木） 旧大津公会堂 

   第１２回 平成 25 年 5 月 15 日（木） 旧大津公会堂 
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第２号議案 平成２５年度収支決算報告（案） 

期間：平成２５年 4 月１日～平成２６年３月３１日 

収入の部 

 

 

 

 項目 予算額 決算額 増減 備考 

会費 550,000 450,000 -100,000  ４５法人 

雑収入 110,000 47,575 -62,425  協議会連合会・利息 

繰越金 685,750 685,750 0    

寄付金 0 0 0    

懇親会費 480,000 315,000 -165,000  参加者徴収分 

合計 1,825,750 1,498,325 -327,425   

支出の部  
 

 
 

項目 予算額 決算額 増減 備考 

総会費用 60,000  6,400  -53,600   会場費・お茶代 

研修会費用 300,000  149,220  -150,780  
会場費・お茶代・講師料・

駐車料 

広報活動 150,000  129,990  -20,010  
ＢＢＣ放送・ホームペー

ジ管理とその振込手数料 

コンプライアンス活動 300,000  0  -300,000  活動実績なし 

協議会連合会拠出金 70,000  66,315  -3,685  Ｈ２５年度連合会会費 

理事会催費 40,000  6,360  -33,640  会場費・駐車料等 

事務費 80,000  58,775  -21,225  
コピー用紙・トナー・角

２封筒・伝票・通信費等 

懇親会費 480,000  527,000  47,000  参加者負担分含む 

予備費 283,290  0  -283,290  
 

合計 1,763,290  944,060  -819,230  
 

  

 

 

 

 

平成２５年度総収入額  1,498,325 円 

平成２５年度総支出額   944,060円 

収 支 差 額   554,265 円（平成２６年度へ繰り越し） 
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第３号議案 平成２６年度事業計画（案） 

 平成２７年度の介護保険法の改正に向けての議論がすでに始まっています。地域包

括ケアの在り方、介護支援専門員の質向上に向けて、医療・介護の連携強化等々、さ

まざまな問題点が山積しております。その中でも介護従事者の確保や質向上は喫緊の

課題であり、日々の勤務の中でも感じ取れることと思います。また、コンプライアン

スの重要性を感じながらも不正により事業停止となる事業所があり、地域への不安を

残す結果となっていることも事実です。 

当協議会は、地域の高齢者やその家族が安心して生活できるよう、また事業者や所属

する職員がやりがいを持って運営・勤務できるような仕組みへの一助となるよう、研

修会や情報提供を遂行していかなければなりません。 

今年度は、大津市にある各関係団体と連携するとともに、協議会に入会している会員

事業者だけではなく、それ以外の事業所とも情報交換・研修会を計画してまいります。 

 

 

（事業予定） 

平成２６年５月３０日（金） 総会：大津市旧公会堂、親睦会：あたか飯店 

 

平成２６年９月頃      研修会、親睦会 

 

平成２７年１月頃      研修会・講演会、新年会、親睦会 

 

平成２７年３月頃      大津市との情報交換会 

 

 

（通年） 

入会案内・ホームページを活用した会員拡大 

ホームページの活用による情報提供 

コンプライアンス活動（労働基準法や介護保険法についての勉強会や相談） 
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第４号議案 平成２６年度収支予算案（案） 

期間：平成２６年 4月１日～平成２７年３月３１日 

収入の部 
 

 
 

項目 予算額 H25 年度予算額 増減 備考 

会 費 500,000 550,000 -50,000 50 法人 

雑収入 110,000 110,000 0 
協議会連合会（前年実

績）・利息 

繰越金 554,265 685,750 -131,485 Ｈ２５年度から 

寄付金 0 0 0   

合計 1,164,265 1,345,750 -181,485   

支出の部 
 

 
 

項目 予算額 H25 年度予算額 増減 備考 

総会費用等 150,000  60,000  90,000   会場費・お茶代 

研修費 300,000  300,000  0  
会場費・お茶代・講師料・

駐車料 

広報活動 150,000  150,000  0  
ＢＢＣ放送・ホームペー

ジ管理とその振込手数料 

コンプライアンス活動 100,000  300,000  -200,000  専門機関依頼 

協議会連合拠出金 70,000  70,000  0  
約 140 事業所（H２５

実績から） 

理事会費 40,000  40,000  0  会場費・駐車料等 

事務費 80,000  80,000  0  
コピー用紙・トナー・

伝票・通信費等 

予備費 274,265  345,750  -71,485    

合計 1,164,265  1,345,750  -181,485    
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第５号議案 役員の選任について（案） 

＊五十音順 

  氏  名 法人名 備考 

理 事 金子 修士 有限会社 のぞみ  

理 事 北村 拓人 株式会社 六匠  

理 事 高間 真太郎 株式会社 ＬＳＨ  

理 事 田中 淳史 社会福祉法人真盛園  

理 事 堤 英幸 社会福祉法人大石福祉会  

理 事 富岡 秀充 有限会社ハートウォーミングケア   

理 事 中野 雄太 フランスベッド株式会社  

理 事 西村 元喜 株式会社 ラ・ケア  

理 事 橋本 仁史 アサヒサンクリーン株式会社   

理 事 八田 泰寛 株式会社 まごころ  

監 事 赤枝 尚人 ウェルフェアー株式会社  

監 事 井上 彰啓 社会福祉法人 滋賀同仁会  

 

  任期：平成２６年 4月 1 日から平成２８年 3月 31 日まで 

 


